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ご挨拶 

 

 平素より格別のご支援をいただきまして、ありがとうございます。 

 

 今年、難民支援 NGO “Dream for Children” は 10周年を迎えます。書類

上、設立年月日が数か月早いインドのチベット難民の学校は一足早く 10

周年を迎えました。 

 

 チベット難民の学校では、10 年間無償教育を続けてきました。卒業生

の数も 2 千人を超えました。高等教育を志向する難民の生徒への返済不要

の給付型奨学金の支給も始めました。 

 

 亡命後の難民の暮らしはよくなってきたように思いますが、彼らの故郷

の状況はむしろ悪化しています。 

 

 この 10 年間、チベット本土では、弾圧に耐えかねたチベット人 150 人

以上が焼身自殺しました。そのほとんどは、10 代、20 代の若者であり、

若い人が将来に希望を抱けない状況が続いています。 

 

 1人でも多くの人に希望の光を届けることができるよう、今後ともご支

援のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

代表 亀田浩史 
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2019年度のチベットの状況 

 チベット本土は、依然として、中国政府によるチベット人への激しい民族弾

圧・宗教弾圧が続いています。 

 

[チベット本土の出来事] 

【続く焼身自殺】 

2011年から急増している焼身自殺が 2019年度も続きました。2019年 11 月 26

日午後 4時頃、東チベットのンガバでチベット人ヨンテン（24）が中国政府の

弾圧政策に抗議して焼身自殺を遂げました。現地の通信は遮断されており、遺

体が家族に渡されたかどうかは不明です。ヨンテンの焼身自殺により、2019年

度末時点でのチベット本土での累計の焼身自殺者は 156人となりました。 

 ヨンテンの死後、家族は中国当局に拘束され、尋問を受けました。 

 

 

【チベット仏教施設ヤチェン・ガルを中国当局が大規模破壊】 

 2019年 5月から、チベット仏教施設ヤチェン・ガルに暮らすチベット人僧侶・

尼僧 7千人以上が中国当局から追放されました。追放後、施設は大規模破壊さ

れ、少なくとも住居 100 棟が破壊されています。 

 追放された僧侶・尼僧は、ダライ・ラマを非難し、中国共産党を崇拝するよ

う中国当局から教育を受けています。このような教育に耐えられなかった尼僧

が 1人自殺しました。 

 また、破壊を止めるよう求めた僧侶は、役人から叱責・暴行されました。外

部の人間がヤチェン・ガルを訪問することも禁じられています。 

 

 

【ネパール当局によるチベット難民の中国当局への引き渡し】 

 2019年 9月、ネパールに亡命してきたチベット難民 6人の身柄をネパール当

局が中国当局に引き渡しました。 

 さらに、2019年 10 月、習近平中国国家主席がネパールを訪問した際、「『違法

に国境を越えた人』を 1週間以内に引き渡す」という秘密合意が結ばれました。

事実上のチベット難民の亡命阻止合意です。 
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[亡命先のインドの難民街の出来事] 

【テンジン・デレク・リンポチェの姪がトランプ大統領と会談】 

 13年間中国当局から不当投獄され獄中死したチベットの高僧テンジン・デレ

ク・リンポチェの姪ニマ・ラモが、2019年 7月 17日、トランプ米大統領と会談

しました。ニマ・ラモは、チベットの状況改善のため、トランプ大統領に支援

を訴えました。 

 

 

【コロナウィルス感染拡大に伴うロックダウン】 

 2020年 3月、チベット難民が最も多く暮らすインドのダラムサラでも新型コ

ロナウィルス感染者・死亡者が出ました。 

 3月末から、インド全土でロックダウン（都市封鎖）が行われています。生活

必需品の買い出しのときは外出が認められていますが、その際も、他人と距離

をとる必要があります。 
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2019年度の活動 

 国内の活動 現地の活動 

4 月 

ロビー活動 

国際人養成事業 

 

5 月  

6 月  

7 月  
インドのチベット難民街での支援活動 

・物資支援 

・英語教育 

・コンピュータ教育 

・その他就職対策教育 

・現地調査 

・スタディーツアー 

8 月  

9 月  

10 月 
ロビー活動 

国際人養成事業 
 

11 月 

国際協力セミナー（名古屋） 

『チベット難民の今 ～今同じ地球の上

で起きていること～』 

 

12 月 新刊「弾圧で引き裂かれた家族」出版  

1 月 
ロビー活動 

国際人養成事業 

 

2 月  

3 月 

国際協力セミナー（大阪） 

『チベット難民の今 ～今同じ地球の上

で起きていること～』 
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国内の活動 

 国内では難民問題の啓発活動に重点を置いて活動を継続しています。 

 

【新刊『弾圧で引き裂かれた家族』出版】 

新刊『弾圧で引き裂かれた家族 ～13年不当投獄され獄中死したチベット僧

と真実を伝えるために亡命した姪の物語～』（代表亀田浩史著・訳、テンジン・

デレク・リンポチェ委員会編）を出版しました。 

 

[内容] 

チベット文化の保存につとめたチベットの高僧テンジン・デレク・リンポチ

ェ。 

2002年、爆発事件に関与したとする罪を中国当局に着せられ、逮捕される。

そして、13年におよぶ投獄の末、獄中で不審な死を遂げる。 

この翌年、姪の若きニマ・ラモが世界に真実を伝えるため、家族をチベット

に残し、一人で亡命した。 

※本書の収益は全額今後のニマ・ラモの活動に使われます。 
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[おすすめの言葉] 

 
『テンジン・デレク・リンポチェは、数多の困難にもかかわらず、チベットの

文化・伝統の保存に尽力された偉大な方です。』（ダライ・ラマ 14世） 

 

 

『テンジン・デレク・リンポチェの身に起きたこと、そして、ニマ・ラモの勇

気ある行動は、世界中に知られなければなりません。』 

（ロブサン・センゲ チベット亡命政権首席大臣） 
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[ニマ・ラモから日本人のみなさんへのメッセージ] 

日本の皆さん 

 

こんにちは。私の経験、チベットのことをみなさんに知っていただくことが

できるこの機会をとても光栄に思っています。 

 

私の名前はニマ・ラモ、チベット仏教の指導者の 1人、故テンジン・デレク・

リンポチェの姪です。叔父テンジン・デレク・リンポチェは、13年間投獄され

た後、中国政府により殺害されました。 

 

私は、2016年に亡命しました。6歳の娘と母はチベットに残してきました。

亡命したのは、叔父の話、その他のチベット人政治犯の話を世界に伝えるため

です。 

 

私は東チベットのカムのリタンの遊牧民の一家に生まれました。叔父のテン

ジン・デレク・リンポチェは高い尊敬を集める僧侶で、コミュニティの指導者

でもありました。叔父は私にとっての教師でした。叔父は、私がチベット仏教

徒であることの意味を教えてくれました。また、困っている人を助けなければ

ならないこと、他者に悪い感情を持ってはいけないことも教えてくれました。 

 

叔父の逮捕のニュースを知ったのは 2002年のことでした。当時私は 12 歳で

した。当初、叔父はすぐ釈放されるだろうと思っていました。叔父は何の罪も

犯していなかったからです。しかし、この楽観的な考え方は間違いでした。叔

父の裁判にあたり正義は存在しませんでした。叔父は不当に誤った罪を着せら

れ、拘束されました。そして、終身刑を受けました（訳注：当初は死刑判決で

その後終身刑に減刑）。 

 

刑務所の中で叔父はとても苦しい体験をしました。投獄された当初、叔父は

私の母に対し、中国警察から何度も殴られていると語りました。また、「高僧な

のであれば、神秘的な力を見せられるはずだ」とも警察から言われたそうです。

しかし、それでも、叔父は強い心を持ち続けました。私の母に対し、怒りの心

を持たないようにと言ったのです。叔父は、自分は無罪なので、正義に基づい

た闘いをすべきだと言いました。叔父の罪は、ダライ・ラマ法王に敬意を抱い

たこと、そして、その教えに従ったこと、ただそれだけです。 

 

私たちは、公正な裁判を求めて、高等裁判所へ上告しました。しかし、よい
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結果は得られませんでした。それどころか、私の家族を含む地域の人々は嫌が

らせを受けました。叔父の釈放を求める抗議を行った人は、警察の発砲を受け

負傷し、逮捕されました。 

 

叔父が息を引き取ったのは、2015年 7月 12日です。投獄から 13年がたって

いました。遺体は、遺族の意志に反し、火葬されました。遺灰すら渡されませ

んでした。叔父の死の後、私たちは当局に抗議しました。抗議した人の多くは

拘束されました。母と私は、18日間拘束されました。警察は、海外に何の情報

も漏らしてはいけないと脅迫してきました。情報を漏らせば、国家機密漏えい

罪で無期懲役になると言われました。 

 

私個人も多くの困難を味わいました。人権・正義のために声をあげることは

できなかったのです。中国の刑務所でチベット人政治犯が命を落とすという話

は日常茶飯事です。そして、政治犯の釈放求める声も拒絶されます。叔父と同

じ運命を辿っている人がたくさんいます。叔父のケースは中国政府によるチベ

ット人への不当な扱いの一例にすぎません。 

 

それでも、チベット本土のチベット人は希望を捨てていません。ダライ・ラ

マ法王がチベットに帰還される日を願っています。2019年 11月 27日、東チベ

ットのンガバで 24歳のヨンテンが抗議の焼身自殺を遂げました。2009年以降の

焼身自殺者は 156人になりました。彼らは、チベットの自由とダライ・ラマ法

王のチベットへの帰還を求めていました。彼らがこのような抗議を行うのは、

自分の考えを自由に主張することができないからです。自分たちの命を犠牲に

することで、国際社会がチベットのことに目を向けてくれると願っているので

す。 

 

チベットの隣のウイグルについてもみなさんは聞いたことがあるかもしれま

せん。そこでは、100 万人以上の人々が集団キャンプに囚われています。家族も

バラバラに引き離されています。今、この 21世紀に、このようなことが起きて

いることは信じられません。 

 

香港でも、人々が命懸けで抗議を行っています。自由と民主主義のためです。

中国内にも民主主義を求める人がいます。ノーベル平和賞を受賞された劉暁波

氏などです。劉暁波氏への扱いを見れば、中国政府と異なる意見を持つ人がど

のような非人道的な扱いを受けるのかがわかるはずです。 
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今は重要な時期です。自由と正義を愛するみなさんが、私たちとともに立ち

上がって下さることを希望します。 

 

自分が味わった苦しい経験を思い出し、語るのはとてもつらいことです。そ

れでも、私は希望を抱き、語り続けます。チベットで今なお苦しんでいる人が、

私たちに期待しているからです。みなさんには、チベットのことを知って、行

動していただければと思います。1人 1人の声、1人 1人の行動が変化をもたら

します。みなさんが私たちのために行動して下さることを、心から希望します。 

 

 

【ロビー活動】 

 2019年度も、日本の政治家にチベット問題を知ってもらうためのロビー活動

を実施しました。 

 

 

【講演会】 

 2019年度もチベット難民関連のセミナーを行いました。 

 

 

【ブログでの啓発活動】 

 現地で起きている出来事の中で、日本のメディアが中国政府に配慮して取り

上げない情報を中心に、ブログで情報拡散を続けています。中国当局によるチ

ベット本土の通信規制強まり現地の情報がとりにくい中、貴重な情報源になっ

ていると自負しております。 
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現地の活動 

 

 ビルマ東部と比較してチベット情勢が著しく悪いため、2019年度もインドの

チベット難民街で集中的に活動を行いました。 

 

【物資支援】 

寄付金・文具・衣類を、チベット難民の子供たちが暮らすチベット子供村へ

お届けしました。 

 
亡命先で暮らすチベット難民の子供 

 

【チベット難民の学校での英語・コンピュータ教育】 

亡命直後で言葉が通じず困窮している難民向けの英語・コンピュータ教育を

継続しています。 
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チベット難民の学校の様子 

 

 書類上の関係で、難民支援 NGO “Dream for Children” より一足先に 10 周年

を迎えました。 

 
10周年記念イベントの様子 
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ペマ・ヤンチェン チベット亡命政権教育大臣（左）から祝福される校長ノルブ（右） 

 

【高等教育を志向する難民への返済不要給付型の奨学金支給】 

 高等教育を志向する難民への返済不要の給付型奨学金支給を継続しています。 

 

2019 年度の受賞者。難民街の医療状況を改善すべく、医学を学んでいます。 

 

【チベット難民街を訪ねるスタディーツアー】 

 インドのダラムサラを訪ねるスタディーツアーを実施し、チベット難民が置

かれている状況、チベット本土で起きていることを学びました。 
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2019年度会計 

  単位 [円] 

前年度繰越 ▲ 664,788 

    

収入   

事業収入 2,247,277 

会費収入 80,000 

助成金 0 

寄付（一般寄付） 8,800 

寄付（現地支援寄付） 11,403 

計 2,347,480 

    

支出   

啓発事業費 299,018 

海外事業費 122,886 

国際人養成事業費 124,781 

現地への寄付 433,091 

旅費・交通費 227,245 

管理費 806,830 

広告費 3,070 

印刷費 27,802 

送料 31,502 

計 2,076,224 

    

今年度収支 271,256 

    

次年度繰越 ▲ 393,532 
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【付録 1：チベット難民からのサンクスレター】 

 [チベット子供村から] 

 

 

[チベット難民の学校から] 
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【付録 2：チベット難民の生徒たちは今】 

1. パーラ（仮名） 

 

子供の頃に 1人で亡命してきた彼。英語を身に着けた後、外国人向けにチ

ベット語教師をしています。その一方、画家としての道も模索中です。従来

のチベット画から離れ、独自の鉛筆画を描いています。現在は、フランスに

亡命しています。 

 

 

 

2. サンチェス 

 

子供の頃に 1人で亡命してきた彼女。英語ができなかった当時はなかなか

仕事が見つかりませんでしたが、英語を身に着け、イタリアンレストランで

働くことが決まりました。現在はフランスに亡命しています。 


